
第 1771 回例会 
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●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

私も今年は古希になりますが、自分がその年 
になるとは想像しておらず、また大学の関係で 
明治大学マンドリン倶楽部 OB ですが、創設者 
である作曲家「古賀政男」を知らない大学生が 
多く、この半世紀というのは、すごく長い時間 
だと感じております。 
 では自己紹介からさせて頂きます。生まれは

当時の「神奈川県高座郡相模原町橋本１番地」

です。当時は国道 16 号線沿いの両国橋の際に

住んでいて、子供の頃は境川で釣りもでき、6
月になるとホタルも飛び交っていました。 
 当時の我が家は店舗兼住宅で、貧しい生活で、 
出前をする寿司屋として、地域の催事の折詰め、 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神田 達治 

季節の宴会、また披露宴などを時々手掛けてい 
ました。 
幼稚園から旭小学校、旭中学校に進みました。 

当時は地域の生徒が一堂に会し、1 学年が 16 組 
あり、700～800 人いました。弟妹もいました 
ので、家業を継ぐことが義務づけられていまし 
たが、担任の勧めもあり、高校に進学しました。 
 東京都の「都立第二商業高校」では、主な科 
目の商業の勉強が今一つ自分に合わないためか、 
2 年生の時に生徒会に立候補し、勉強はできな 
くても、3 年生を送る修了式では、代表して送 
辞を読んだ記憶があります。高校では 99％が 
就職で、進学クラスさえ出来ない状況でしたが、 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



    

     

自分も進学意欲があって、家の人に懇願し、一浪 
して、昭和 39 年に大学に入学しました。 

明治大学商学部商学科に入学。東海道新幹線が 
開通し、東京オリンピックが開催された年でした 
が、3 年時には学園闘争で学校が閉鎖されました。 
 大学修了後、スーパーマーケットに入社しまし 
たが、7 か月で退社し、家業の「小田原屋」に従 
事して、25 歳で結婚。40 歳でロータリークラブ 
に入会、55 歳の時に店舗を現在の場所に移転。 
 趣味は仕事に従事している時期は、接客の勉強 
も兼ねながら、夫婦で出掛け、郷土の料理を食べ 
歩きました。30 代の頃は漁業に親しみを感じ、漁 
師になることを考えた時期もありました。 
 陶器の産地を巡り、家で陶器が作れることを発 
見し、アトリエには灯油窯や電気窯、電動ろくろ、 
釉薬などもあります。 
＜ロータリークラブ履歴＞ 

○1985 年 4 月入会 
・RI 会長 カルロス・カンセコ氏（メキシコ） 

RI テーマ「見つけよう 奉仕の新生面」 
・クラブ例会場 相模原商工会議所４Ｆ 
・クラブ会員数 40 名前後 
 入会 2 年目で、クラブ幹事にとの依頼があり。 
社会奉仕委員会に所属し、「泳げ鯉のぼり相模川」 
事業が国際ロータリーから『意義ある業績賞』を 
受賞しました。 
 1989～90（小野会長）年度に、44 歳でクラブ 
幹事となり、留意したことはクラブ内部の融和と 
親睦の重要性で、若輩ながら会長を支えることに 
専念したつもりです。この年度には、神奈川全県 
259 地区から、横浜・川崎を除いた第 2780 地区 
へ移行。日本の経済・生産性など国力が高揚した 
時代的背景で、1 年間で 10 人以上の会員が増加。 
また年間を通じ、出席率 100％を達成しました。 
 1999～2000 年度に会長（幹事は田所 毅会員） 
となり、四大奉仕事業を全て遂行し、財団寄付も 
100％達成。出席の縛りはせずに、楽しく魅力あ 
るクラブ運営を心掛けました。 
 クラブ会長終了後、2000 年～現在までは地区委 
員会に所属しています。IA/米山/ガバナー補佐/ 
GSE/財団増進/未来の夢計画/R 平和フェロー/奨 
学金・RPF/VTT3 部会委員長を歴任しました。 
 

 
 

＜国際ロータリーについて＞ 

 国際ロータリー 

とロータリー財団 

本部は米国・イリ 

ノイ州シカゴのエ 

バンストンにあり 

ます。 

 ご存知のように 

ロータリークラブの創設は、1905年 2月 23日に 

初例会をシカゴ・ユニティービル 711号室で行い 

ました。 

 

＜最後に（結語）＞ 

 ある書物の中に「人へのはらかい」と見出しが 

あり、心をくばる／心づかいと解釈させて頂くと 

「配慮」という言葉を紹介させて頂きます。 

「人を傷つけないように！ その体を傷つけるの 

はもちろん、言葉、態度、仕草、眼つき、思わせ 

ぶりによっても、人を傷つけてはならない。 

 それだけではない。相手に感づかれなくても、 

心の中で誰かを傷つけることもしてはならない」 

  

 自分の生い立ちや仕事の事、ロータリーから受 

けたもの等、かいつまんで触れさせて頂きました。 

 自分を振り返りますと、反省すべきことも多々 

ございますが、さまざまな人と出会いを通して学 

ばせて頂きましたことを、ロータリーの若い世代 

へ継承すべく、微力ながら努力させて頂きたいと 

思います。皆様に感謝申し上げます。 

（紙面上、要約にて掲載） 

     

 

皆さん、久々の例会です。ゴールデンウィーク 

で 2週間休んだだけですが、何だか 1ヶ月ぶりの 

ような感覚です。 

個人的にドタバタだった 4月が過ぎ、このＧＷ 

で何とか調整が取れた感じです。皆さんは如何で 

したでしょうか？  

 そんな中、また皆さんにご協力をお願いする案 

件がございます。まず１つ目は、4月例会でも少 

し報告しました「セラピー犬」奉仕活動です。 

 



  
  

急遽、「特別養護老人ホーム幸園」にて、6月 7 

日(土)午後に実施予定で調整が大方とれました。 

詳細は後日連絡しますが、日時だけでもご予定頂 

ければと思います。 

現在、急ピッチで企画しており、今年度の最終 

活動ですので、奮ってご参加をお願い申し上げま 

す。因みに、「幸園」の理事長は相模原西 RCの草 

薙さんで、非常に協力的で、駐車場も大丈夫との 

事。有り難い限りです。 

2 つ目は例会プログラム変更です。次週 20日例 

会にフォーラムを開催します。テーマは、前回例 

会時に神田会員より「請願書」を預かり、クラブ 

としても大変重要案件であり、再度、相互理解を 

深める為にも機会(時間)が必要と判断し、この度 

の変更依頼となりました。何卒、ご理解の程、宜 

しくお願い致します。 

 最後に 4月「会長幹事会」での報告ですが、特 

に議題もなく、相変わらず寄付金集計表が添付さ 

れ、寄付をお願いするようにと言われております。 

米山、財団、ポリオ寄付、等々。 

その中で、重要議事は「相模原橋本 RC設立」 

の件です。詳細は本日の「ガバナー月信」に掲載

されていますが、スポンサークラブは相模原 RC。

会長に古橋さん、幹事に原さん。クラブ創立の流

れが通例よりだいぶ早いような気がします・・。 

また国際大会出席者へのお願いで、6/1(日)の 

「第 2780地区ナイト」に、ぜひご参加下さいと 

のこと。詳細は私か事務局に問い合わせ下さい。 

 （一部要約にて掲載） 
 
 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①皆様、お久し振りの例会です。卓話をお願いし 
 します神田さん、宜しくお願いします。 
②会員誕生日祝の老沼さん、ご夫人誕生日祝の永 
 保さん、おめでとうございます。 
●老沼 秀夫会員 

     誕生日祝をありがとうございます。これからも 
     頑張りたいと思います。 

●神田 達治会員 
①老沼さん、永保さん、おめでとうございます。 
②久し振りの卓話です。緊張しています。お付き 
 合い下されば光栄です。 

 
 

●小野 孝会員 
①お祝の老沼さん、永保さん、おめでとうござい 
ます。 

②神田さん、卓話楽しみにしています。 
●黛 裕治会員 
①5 月誕生日祝の老沼さん、ご夫人誕生日祝の永 
 保さん、おめでとうございます。 
②今日の卓話の神田さん、宜しくお願いします。 
 楽しみです。 
●甲斐 美利会員 
①クールビズの季節になりました。体調を崩さず 
 頑張りましょう。 
②本日お祝を受けられた皆さん、おめでとうござ 

います。 
●菊地 啓之会員 
①神田会員、本日の卓話よろしくお願い致します。 
②本日のお祝の皆様、おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
 皆様お久し振りの顔合わせですが、ゴールデン 
 ウィークを楽しく過されましたでしょうか？ 
①卓話の神田会員、よろしく。 
②会員誕生日祝の老沼会員、ご夫人誕生日祝の永 
 保会員、おめでとうございます。 
●江成 利夫会員、竹田 繁会員 
①本日卓話の神田会員、宜しくお願い致します。 
②5 月会員誕生日祝の老沼会員、ご夫人誕生日祝 
 の永保会員、おめでとうございます。 
●松尾 秋夫会員 
 会員誕生日祝の老沼さん、ご夫人誕生日祝の永 
 保さん、おめでとうございます。 
●中里 和男会員 
 老沼さんの誕生日祝と、永保さんの奥様誕生日 
 祝を祝して。 
●佐々木 敏尚会員 

本日お祝を受けられる老沼さん、永保さん、 
おめでとうございます。 

●最住 悦子会員 
①老沼さん、お誕生日おめでとうございます。 
②永保さん、奥様のお誕生日おめでとうございます。 
●櫻内 康裕会員、田後 隆二会員 
①本日お祝の老沼会員、永保会員、おめでとうご 

ざいます。 
②卓話の神田さん、宜しくお願いします。 



     

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①退会防止への取り組みに関するお願い 

10％の増強目標に達していないクラブが、大多 

数ありますが、第 5グループで 1クラブが誕生 

し、6月に認証状伝達式の予定とのことです。 

5月から 6月の 2カ月間で今までの情報を基に、 

1人でも多くの増強と、また年度末には特に退 

会者が例年増えますので、退会防止に全力をあ 

げ取り組んで下さい。（詳細は回覧） 

 

    ＜理事会報告＞ 

    ①2016 年規定審議会 決議案の提案。 

     神田会員より提案あり。提案趣旨を検討協議。

次回例会にて会長より趣旨説明をする。 

    ②規定審議会への提出方法の確認。 

    ③6月 24日（火）最終例会の件。 

     例年通り、一泊例会にて行う。詳細及び予算は 

     親睦委員会より見積書を提出して頂き、次回、

理事会にて検討する。 

    ④少年野球夏季大会（中 RC 優勝旗争奪）支援金。 

     新世代予算より 5万円（トロフィー、協賛広告 

     代を含む） 

     5月 31日（土）9時～開会「ひばり球場」 

    ⑤社会奉仕活動「セラピー犬」実施の件。 

     6月 7日（土）午後より 特別養護老人ホーム 

     「幸園」（相模大野にて） 

           

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会員誕生日祝」 

・老沼 秀夫会員 ５月 27 日 

「ご夫人誕生日祝」 

・永保 固紀ご夫人 5 月 8 日 

＜ショートスピーチ      老沼 秀夫＞ 

誕生日祝を有難うございます。さて歳はいく 

つになったのか・・。以前は当クラブにも 5月 

生れの会員が数名いました。鹿島さん、市村さ 

んなど。今は 1人なので、少し寂しいですね。 

 ですが、中クラブの皆さんと一緒にいると、 

元気になります。また来年もお祝してもらえる 

よう、頑張りたいと思います。（概要にて掲載） 

 

例会プログラム 

５月２０日クラブフォーラム 

  ２７日卓話 永保 固紀会員 

６月 ３日卓話 櫻内 康裕会員 

     定例理事役員会 

出席報告 

 会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２４名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．１５％ １００％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   菊地 啓之 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」            副委員長  竹田  繁 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000                阿部 毅、最住悦子、田後隆二 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
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